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○櫻井皆生（ハイテック）
20 都市地盤モデルの三次元グリッドモデル化手法とその適用－東京低地の例－....................................................................39
○木村克己（防災科学技術研究所）
，花島裕樹（Smart Solution）
21 北海道恵庭岳ポロピナイ沢扇状地における土石流氾濫域と河床変動量について ...............................................................41
○倉橋稔幸，藤浪武史（土木研究所寒地土木研究所）
22 福島県の河口域における底質の特徴について.................................................................................................................................43
○鶴田忠彦（日本原子力研究開発機構）
，原田久也（サンコーコンサルタント）
，御園生敏治（日本原子力研究開発
機構）
23 酸素同位体温度計によるスメクタイト生成温度の推定－花崗岩地域での例－....................................................................45
○中田英二（電力中央研究所）
，大塚良治（関西電力）
，山根 博（ダイヤコンサルタント）
，松葉谷 治（秋田大
学名誉教授）
【 災害地質（1） 15:55～17:25 】
24 平成 28 年（2016 年）熊本地震で生じた地表地震断層の分布と特徴 ......................................................................................47
○矢野健二（ジオテック技術士事務所）
，花村 修 （九州地質コンサルタント）
，矢田 純（カミナガ）
，池見洋明（九
州大学大学院工学研究院）
，宮崎精介（九州地質コンサルタント）
，元浦哲郎，津田佳祐（日本地研）
，山田好之助，
永田和久（藤永地研）
，牧野隆吾（日鉄鉱コンサルタント）
25 2016 年 4 月熊本地震の斜面土砂災害の特徴と活断層との関係 .................................................................................................49
○稲垣秀輝（環境地質）
26 2016 年熊本地震により熊本県阿蘇地方で発生した斜面崩壊・土石流の地形・地質的特徴.............................................51
○西山賢一（徳島大）
・鳥井真之（熊本大）
・奧野充（福岡大）
・井口隆（防災科研）
・加藤靖郎（川崎地質）
・
高見智之（国際航業）
・西村智博（国際航業）
・田近淳（ドーコン）
・田村浩行（応用地質）
・橋本修一（東北電力）
・
横田修一郎（島根大学名誉教授）
27 三陸鉄道の津波被害と地形の関係.......................................................................................................................................................53
○上野将司，藤田勝代，今尾恵介，横山俊治，加藤弘徳，安田 匡，須賀康正（深田研ジオ鉄普及委員会）
28 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害と鬼怒川の河川条件 .............................................................................................................55
○黒木貴一（福岡教育大学）
，品川俊介（土木研究所）
29 平成27年台風11号以降に活発化した神戸層群の大規模地すべりの状況と排水ボーリングの機能回復および水
抜きボーリングの効果.................................................................................................................................................................................57
○東 篤義，江口欣也（ダイヤコンサルタント）

第 2 日［10 月 27 日（木）
］第 1 会場
【 測量・計測
9:30～10:45 】
30 高密度航空レーザ測量を用いた山地斜面のリスク管理への適用事例 .....................................................................................59
○秦野輝儀（電源開発）
，菊地輝行（開発設計コンサルタント）
，千田良道（中日本航空）
31 トンネル掘削発破を起振源とするケーブルレス切羽前方探査法の開発と適用....................................................................61
○中谷匡志，山本浩之，桐原章浩，天童涼太（安藤ハザマ）
32 岩石の熱伝導率の圧力と温度依存性に関する事例研究 ...............................................................................................................63
○林 為人（京都大学＆海洋研究開発機構）
， 多田井 修（マリン・ワーク・ジャパン）
33 9 軸センサを使用したデジタル式孔曲り計測器の開発 ................................................................................................................65
○米光功雄，佐々木孝幸，三ケ田伸也（ボア），国松 直（産業技術総合研究所）
34 新しい傾斜計・加速度計一体型センサーの開発 ............................................................................................................................67
○土井一生，釜井俊孝（京都大学防災研究所）
，佐藤 朗 （ジオテクサービス）
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37 花崗岩類における風化形態の違いと地盤強度.................................................................................................................................73
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62 大規模地すべり等評価マニュアル－「精査」における判断基準－........................................................................................119
〇平塚英樹，向山 栄，本田謙一，佐藤 匠，佐々木由香（国際航業）
，清水公二，福田徹也，渡邊敬夫（ニュー
ジェック）
63 大規模地すべり等評価マニュアル－「概査」
「精査」
「評価」例－....................................................................................... 121
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